
Ⅲ　財産目録

(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金 手元保管 515,650

　　　預金 普通預金 2,069,620,061
三井住友銀行神戸公務部

普通預金 314,869
三井住友銀行兵庫県庁出張所

普通預金 828,761
兵庫県信用農業協同組合連合会本店

普通預金 764,615
但馬銀行福崎支店

普通預金 879,077
但馬銀行和田山支店

普通預金 10,811,555
但馬銀行緑が丘支店

定期預金 771,426,773
三井住友銀行神戸公務部

　　　未収金 兵庫県 補助金、委託金等 1,075,711,113

市町等 補助金、委託金等 66,607,100

その他 工事負担金等 3,283,977

　　　有価証券 兵庫県住宅供給公社債 農業関連事業の事業資金 726,000

　　　前払費用 兵庫みらい農業協同組合 農業後継者地域リーダー育成事業 1,558,000
助成金

保険会社等 各種保険料等 445,188

　　　未成工事支出金 － 主間伐事業に係る２カ年施工分等 5,200,000

　　流動資産合計 4,008,692,739

　２　固定資産

　(１) 特定資産

　　　森林整備関連事業 兵庫県住宅供給公社債 公益目的保有財産であり、運用益 8,940,000
　　　積立資産 を森林の育成・整備に関する事業

の財源として使用

森林整備関連事業に係る預り金で 790,000
あり、運用益を森林の育成・整備
に関する事業の財源として使用

　　　農地保有合理化事 兵庫県住宅供給公社債 公益目的保有財産であり、運用益 2,274,000
　　　業積立資産 を農地集積・集約化推進事業の財

源として使用

兵庫県債 〃　　 18,586,000

　 〃
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(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

　　　農業後継者育成事 普通預金、定期預金 農業後継者育成事業に係る事業資 445,641,507

　　　業積立資産 三井住友銀行神戸公務部 金として積立

出資金 〃　　 100,000
兵庫県信用農業協同組合連合会本店

兵庫県債 〃　　 31,414,000

兵庫県住宅供給公社債 〃　　 100,000,000

定期預金

兵庫県信用農業協同組合連合会本店

　　　退職給付引当資産 兵庫県住宅供給公社債 退職金の支給に備えて積立 244,641,548

　　　減価償却積立資産 普通預金、定期預金 固定資産の更新に備えて積立 85,772,825

三井住友銀行神戸公務部

兵庫県住宅供給公社債 〃　　 21,331,550

　　　資金運用積立資産 定期預金 分収造林事業における経営基盤強 50,000,000
三井住友銀行神戸公務部 化に備えて積立

普通預金 〃　　 30,000,000
兵庫県信用農業協同組合連合会本店

普通預金、定期預金 〃　　 40,000,000
但馬銀行緑が丘支店

兵庫県住宅供給公社債 〃　　 1,103,296,902

　　　森林損害対策積立 兵庫県住宅供給公社債 分収造林事業における造林木の災 200,000,000
　　　資産 害復旧等に備えて積立

　　　次世代施設園芸モ 温室、集出荷施設他 次世代施設園芸モデル団地事業に 16

　　　デル団地事業資産 加西市鶉野町・野条町 使用

　(２)その他の固定資産

　　　建物 舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 公益目的保有財産であり、森林の 33,290,074
朝来市和田山町法道寺527他 育成・整備に関する事業に使用

倉庫、車庫 320.50㎡ 〃　　 386,003

神戸市西区神出町小束野30

作業員休憩所　45.00㎡ 〃　　 1
宍粟市一宮町百千家満107-6他

　　　構築物 舎屋周辺緑化 29,189
朝来市和田山町法道寺527他

　　　車両運搬具 車両31台 〃　　 14,428,253

　　　機械 林内作業車、バックホウ他 〃　　 4

　　　工具器具備品 電子コンパス、無人航空機他 公益目的保有財産であり、森林の 2,509,363
育成・整備に関する事業及び農地
集積・集約化推進事業に使用

　　　土地 1,947.09㎡ 森林の育成・整備に関する事業に 43,398,000
朝来市和田山町法道寺527他 使用

92,747.00㎡ 〃　　 3,140,503
宍粟市一宮町百千家満107-6他

5,537.47㎡ 〃　　 989,447
たつの市揖西町小犬丸892-1他

　　　　　　 〃 334,078,000

〃    



(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

　　　森林 19,399ha 森林の有する公益的機能の維持・ 62,414,978,226
分収造林事業地 増進を目的とした森林資産

2,363ha             〃　　 4,351,499,987

県営分収育林事業地

　　　電話加入権 078-361-8121他 固定電話の電話加入権 1,401,000

　　　差入保証金 5件 社宅敷金及び駐車場敷金 408,700

　　　ソフトウエア 森林管理システム他 公益目的保有財産であり、森林の 3,897,936
育成・整備に関する事業に使用

　　　長期立替金 38件 分収造林事業に係る土地所有者の 29,738,968
立替金及び利息相当額

　　　農作業受託貸付金 2件 農作業受託促進事業に係る農作業 8,400,000
受託者への貸付金

　　　就農支援資金貸付 3件 農業後継者育成事業に係る新規就 980,000
　　　金 農者等への貸付金

　　　出資金 (公社)全国農地保有合理化協会 農地集積・集約化推進事業の出資 350,000
金

　　固定資産合計 69,626,692,002

　　資産合計 73,635,384,741

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　未払金 森林組合等 工事請負金等 46,861,501

市町等 緑化基金事業費等 84,517,516

業者等 各種事務費、事業費 77,233,374

土地所有者等 分収交付金等 22,117,170

その他 人件費、各種手数料 7,293,256

　　　未払費用 日本政策金融公庫 借入金支払利息 250,075,324

三井住友銀行       〃　　 10,579,497

　　　未成工事受入金 － 主間伐事業に係る２カ年施工分等 6,967,503

　　　前受金 施設利用者 兵庫県立三木山森林公園管理運営 3,587,400
事業に係る施設利用料金収入等

受講者 「楽農生活」推進事業に係る受講 4,050,000
料収入

関西電力 分収造林事業に係る立木補償金 51,400

　　　預り金 公社職員等 社会保険料、所得税、住民税等 7,940,658

森林組合等 工事保証金 8,913,000

　　　次期返済長期借入 日本政策金融公庫 分収造林事業に係る借入金 265,803,758
　　　金

(公社)全国農地保有合理化協会 農地集積・集約化推進事業に係る 2,100,000
借入金

　　　賞与引当金 － 賞与の支給に備えた引当金 41,217,381

　　流動負債合計 839,308,738



(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

２　固定負債

　　　預り保証金 シンエーフーヅ(株) 県立三木山森林公園レストラン等 1,400,000
運営業務委託契約に係る保証金

　　　県借入金 兵庫県 分収造林事業に係る借入金 2,321,600,000

県営分収育林事業に係る借入金 25,000,000

農業後継者育成事業に係る借入金 980,000

　　　公庫借入金 日本政策金融公庫 分収造林事業に係る借入金 32,388,261,466

　　　市中金融機関等借 三井住友銀行神戸公務部 〃　　 29,890,000,000

　　　入金 県営分収育林事業に係る借入金 4,510,000,000

(公社)全国農地保有合理化協会 農地集積・集約化推進事業に係る 6,300,000
借入金

　　　借入金未払利息 兵庫県 分収造林事業の借入金に係る未払 1,264,118,858
利息相当額

　　　退職給付引当金 - 退職金の支給に備えた引当金 244,641,548

　　　森林整備関連事業 森林組合等 森林の育成・整備に関する事業に 790,000
　　　預り金 係る長期預り金

　　固定負債合計 70,653,091,872

　　負債合計 71,492,400,610

　　正味財産 2,142,984,131


